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平成１８年度第３ステージの「あだち区民大学塾」

及び自主企画講座が 10 月 7 日（土）の「もっと探そ

う司馬遼太郎の魅力パートⅡ」（10 月 21 日最終回）

の講座を皮切りに（右写真）、計６講座行われます。 
会員の皆さん、協力し成功させましょう。 
（これからの講座運営スタッフ募集記事４Pに掲載） 

 
 

 講座名・講師 回 月日 テーマ 
１ 近代日本の曙と東京 街道をゆくが生まれるまで 

２ 欧米の諸国と幕末 

 
もっと探そう司馬遼太郎の魅
力パートⅡ 
～「街道をゆく」シリーズから
近代日本の足跡を辿る～ 
  司馬遼太郎研究家 
       中島 勝正 氏 

３ 

 
 
10/7,14,21
（土） 

アジアの国など、そして司馬遼太郎の原点 

１ 
・デザイナーの仕事とは  
・自分らしい年賀状作り（１） 

２ 
・デザインを感じる生活  
・自分らしい年賀状作り（２） 

暮らしに役立つデザイン術 
～あなたとデザインがもっと
身近になる～ 
 
デザイナー 鈴木 玲子 氏 

３ 

 
 
 

11/1,8,15
（水） 

・自分らしい年賀状作り（３） 
・年賀状プレゼンテーション 

１ 川柳とは 

２ 川柳の楽しみ方 

川柳から見る人模様 
～川柳の楽しみ方：みんなで作
ろう楽しい川柳を～ 
 
日本ビジネス川柳倶楽部所属 

見川 文雄 氏 ３ 

 

11/4,11,18
（土） 

川柳で人生を豊かに 

１ 会話と一言作文 

２ 漢字を読んでみましょう 

外国人のための日本語講座 
～しごとで使える日本語を勉
強しませんか～ 
 
 日本語講師 小川 美紀 氏 ３ 

 
 

11/17,24,
 12/1 
（金） いろいろな尋ねかた 

１ ワインの新酒 ワイン学入門講座 
～ワインの愉しみ～ 
 キリンビール（株） 
    米谷 秀之 氏 ほか ２ 

 
11/30,12/7
（木） 

これさえ学べば「ワイン通」 

１ 格差という社会環境 ～現状と問題点～ 

２ 
パート・フリーター・ニート 
～労働の視点からの格差～ 

＜自主企画講座＞ 
 
格差社会をこえて 
 
一橋大学 大学院教授 
    渡辺 雅男氏 ３ 

 
 

11/25,12/2
12/9 
（土） 

小さな政府・大きな政府～自己実現可能な社会～ 
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「楽学の会」会員によるボランティア事例発表（9月月例会報告） 

  
平成 18 年 9 月 28 日(木)19 時～21 時研修室４
において「楽学の会」の会員によるボランティア

事例の発表がありましたので、特集でお伝えしま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（月例会事例発表の様子） 
 
☆★傾聴ボランティアで学んだこと☆★ 

酒井 政雄さん 
 
平成 16年 シニア・ピアカウンセラー養成講座 
受講(40名) 60時間 終了後、地域包括支援センタ
ーに登録、同時に「あんしん協力員」となり、区

あんしんネットワークの中で活動する。 
  語らいパートナー 108 人が独り暮らしの高齢
者（区内 65歳以上 3万人）を対象に活動してい
る。但し相手がボランティアを選ぶ仕組み。 
＜私の活動＞ 

①所属する地域包括支援センターはデイケアの施

設があり、月－土 毎日 30-40人のお年寄が通っ
ている。そこに週二回行って、お年寄りの世話

や話し相手の役割をしてきた。 
  (H17年 5月から) 
  同センターは、区内 25ヶ所 全部民間委託にな
っている。介護保険の手続きは皆、このセンタ

ーを通じて行う。 
②本木地区の独り暮らしの 82 歳男性のアパート
に月二回伺い、一回 2時間の傾聴を行っている。
(H17年 8月から) 

  経験豊富な方で話題は尽きない。特に幼年時代
を過した北千住での遊びや学び、人々の人情の

話には北千住の原風景を感じた。 
 
お年寄りのお話を聴く（心で聴く）のは楽しかっ 
たり悲しかったりだが、この活動によって ｢自分
の輝き｣ が自覚できた。自分のために今後も続け
ていきたい。 

 
☆★「足立区政を見守る会」について☆★ 

高橋 久代さん 
 
今回、お話しさせていただくにあたりまして、

私が今関わっている「足立区政を見守る会」とい

う会について３つ程、お話しさせていただきたい

と思います。 
  一つは「足立区政を見守る会」が出来た経緯。 
  二つは活動の位置付け。 
  三つは現在の活動状況等、かいつまんでお話

しさせていただきます。 
 
＜経緯について＞ 

 ご存知の方もいらっしゃると思いますが、平成

１４年に足立区基本構想策定区民委員会が設置さ

れまして、その審議会の終了後、区民委員の有志

又、足立区政に関心がある方々によって作られた

のがこの会の始めです。平成１７年７月設立です。

設立後１年少々です。 
 
＜位置づけについて＞ 

 活動の位置づけとしましては、基本構想、及び

基本計画の遂行状況を見守ると共に、積極的に、

評価、提言、提案を行うこと、又、「足立区基本構

想」が具体化するよう、足立区政を見守る活動を

継続し行政との協働推進を目的としています。 
 
＜現在の活動状況について＞ 
 足立区基本計画」をもとに、４つの分科会 
１.まちづくり  
２.暮しづくり  
３.人づくり 
４.仕組みつくりを作りました。 
それぞれが、検討課題を設定し、それに基づく、

活動計画をたて、全体会議などでの意見などを参

考に、提言書作成・提出及び、パブリックコメン

トへの参加をしています。 
 又、（あだち広報）などに委員会の募集があれば、

積極的に各自で応募し、行政にたずさわるよう心

掛けています。 
（足立区公共施設再配置審議会③名）の委員をや

らさせていただいています。 
（評価委員会②名）は本年９月で終了です。 
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☆★健康づくり推進員の活動☆★ 
相馬 義人さん 

 
健康づくり推進員を委嘱されて 5 年目になりま

す。私は、中央本町保健総合センタ－で、25 の地

域自主グル－プの連絡会「はつらつ会」のスタッ

フとして活動しています。 

隔月に開催する「はつらつ会」の準備打合せを

主題に、その他“足立区の健康づくり”に関する

情報・催しについて担当の保健師さんと「推進委

員会」を開いて意見交換をしています。 

「はつらつ会」には、“食生活改善と運動の継続

で、自分の適正体重を維持する会”、“高齢者のた

めの遊びリテ－ションの会”、“ラジオ体操、スト

レッチなどの体操とオシャベリの会”、“慢性的呼

吸器の病気を持つ人の会”、“シニア時代をいかに

生きるか考える男の会”等があります。 

 足立区全体の“健康あだち 21”活動には各保健

総合センタ－の推進員の幹事と各住区センタ－の

推進員の幹事が庁舎に集まって、学習会・フェス

ティバル・健康あだち 21 ハンドブックの作成など

のイベントに参画して実行委員をつとめます。 

ここ 3年間は、「糖尿病予防を進めよう！」をテ

－マに各地域で“糖尿病予防教室”や講演会が開

かれています。自分の生活習慣をかえることは容

易ではありませんが、「自己責任」の時代です。頑

張って身体の健康に執念をもって取り組みましょ

う。     

 

☆★児童擁護ボランティアから現在まで☆★ 
高見沢 公彦さん 

 
昭和４１年“何か社会の役に立ちたい”と言う

想いから、新聞読者欄「ボランティア募集｣に応募

し参加。 
高校生、大学生、社会人の若いグループ。活動

は、子どもたちと交流、施設の修繕（屋根のペン

キ塗り）他。昭和５０年代、グループは会員の諸

事情で自然解散。今は個々の会員が施設の行事な

どに参加していますが、私は平成７年「精神保健

福祉ボランティア講座」受講。現在は「足立区地

域生活支援センター」で、傾聴ボランティア活動

と行事の手伝い。 
心の病は誰もがかかります。人間関係がうまく 

取れない、少年時代の環境によるものなど。心が

病むと職場に居づらくなったり、地域社会との繋

がりも難しい。 
平成１９年３月３日区庁舎にて「足立区心の健

康フェスティバル｣が、開催されます。病を持つ方

の体験発表もありますので、多くの参加と支援を

お願いします。 
 

新会員、入会の抱負（前号続き） 

 

◇◆加藤 包易さん◆◇ 

入会に際して 

 

私は１８年度の生涯学習ボラン

ティア養成セミナ－を経て「楽学

の会」の存在を知り入会をした者です。 
生涯学習ボランティア活動については５年前に

ある機関を通じて勉強をしたのですがそのまま現

在に至っています。仕事をしている関係上今まで

生涯学習での実践活動は行っていません。 
 この度の入会の動機も機会があったらボランテ

ィア活動をしてみたいと言う単純な気持ちでした

が、実際入会してみると最初に抱いていたイメ－

ジとは違っている事に戸惑いを感じているのが現

状です。 
しかし、入会したからには色々なことを学ぶ中

で活動に参加して行くよう努力します。１１月か

らは仕事の方も暇になりますので、出きる限り会

合にも出席したいと思いますので諸先輩方のご指

導をよろしくお願いたします。 

◇◆瀧呑 昭龍さん ◆◇ 

入会に際して 

 

加齢現象が進行し、脳力トレ－ニング・１日 
１万歩に精励するも中学生の孫との格差は広がる

ばかり、せめて好奇心だけは孫に負けないよう張

り合っていますが、それもそろそろ限界のようで

す。 
 勤めが終ったらボランティアと決めて、生涯学

習養成ゼミは平成１６年１月からのものを受講済

みで、当時土曜が空いていたため地域学習センタ

－でＩＴサロンのボランティアを１年ほどやりま

したが、土曜に仕事が入り断念、現在も週３回は

区の施設のサポ－タ的な仕事をしていますが、考

えれば週４日はあいており、勤務のやり繰りも 
可能なので脳力・体力がある内にボランティア活

動を開始したいとこの度、入会させて貰うことに

なりました。 
 脳力・体力に疑問がありますが、自身のアンチ・

エイジングのためにも脳と体を使う活動に積極的

に参加したいと考えています。 
 皆様宜しくお願いいたします。 
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三郷市 NPO団体との交流会報告 
 NPO法人みさと生涯学習ネットワークは、今年
度中に、雑学大学を立ち上げたい意向との事で、

当会の実践状況を伺いたい旨の申し入れがあった。 
 まずは実践の場を見ていただくことになり、10
月 7日（土）、みさと雑学大学事務局次長・伊豆倉
氏を始めとする担当者 3名と、三郷市職員・前川
氏（社会教育主事）に、当日開講されていた「司

馬遼太郎の魅力パートⅡ」を見学して頂き、活動

の現場や会場の設営などの説明をさせて頂いた。 
 その後、早坂代表、岡田で事前に依頼があった 
課題について意見交換を行った。 
[雑学大学について]              
① どのように立ち上げていったら良いのか。   
② 講師募集の問題点              
③ 受講者の募集に関する問題点        
④ 講師探しや大学講義に関する問題点など。 
 三郷市によると、NPO担当者の他、事業に係わ
るボランティアを募集し、来年 2月には開講に漕
ぎ着けたいとのこと。担当者の意気込みが伝わる

交流会となり、今後も双方が必要とする情報交流

を重ね、共に成長して行きたいものと思った。 
    （ボランティア活動推進部 岡田スミ子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．事務局当番 
 今まで参加されたことのない方も是非参加くだ

さい。経験ある方と一緒に活動して貰います。 

当番期間：１１／４～１２／９ 
平日・午後１時～5時まで 
生涯学習センター ワークルーム 

２．講座運営スタッフ 
（１）「外国人のための日本語講座」 
   １１／１７、２４、１２／１ 全３回  

毎金曜 7時～9時 
（２）「ワイン学入門講座」 
   １１／３０、１２／７  全２回   

毎木曜 7時～9時 
 

運営スタッフ、事務局当番共 
・申込先：大学塾事務局まで。 
     ＦＡＸ：０３－５８１３－３７５９ 

 

 

 

 

 

 

総中流社会といわれた時代でも格差・不平等

は存在したが、声高に叫ばれることはありません

でした。近年「勝ち組」・「負け組」など格差が固

定化したような表現をメディア等で見聞きするよ

うになりました。 

実際に格差拡大は進行しているのか、格差拡

大により市民はいかなる影響を受けているのか、

現状と問題点を学び、これからの社会のあり方を 

探します。 

この講座のスタッフを募集します。 

毎週土曜日 午後 2時～4時 
第 1回（１１／２５）第２回（１２／２） 
第３回（１２／９） 

・申込先： 
岡田スミ子 TEL/FAX：３６０６－０５９４ 
江川 武男  TEL/FAX：３８９８－１５４２ 
      E-メール：takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 
・スタッフ会議 
平成 18 年 11 月 18 日（土）午後 1時 30 分～ 

場所：生涯学習センター ワークルーム 
 

 

 

 

 

 

 

NPO法人千住文化普及会との交流報告 
 ６月の「楽学の会」月例会にゲストとし

て出席いただいた千住文化普及会の代表

櫟原 文夫氏の開催する千住文化基礎講座に
山守さん等と 10/15参加した。千住の文化を
伝え、「語り部」の育成に情熱を燃やされて

おり、熱い思いが伝わる 1日でした。 
 終了後も、櫟原さんから提案もあり「楽学

の会」参加会員と交流会を行いました。 
当日の様子はNHK首都圏ネットワークでも
放映され、良い記念となりました。（田中） 
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生涯学習ボランティア・ 

      スキルアップ講座 

『参加型学習と 

 ボランティアリーダーの役割』 
 

 参加者間のコミュニケーションを図り、課題解決

に向けて積極的に参加・行動する力を育む参加型学

習（ワークショップ）の意義とその進め方、さらに

進行役としての資質や役割について研修し、すぐに

使える実践力を身につけます。 
 

日時・内容 

      毎週火曜日 午後７時～９時 
講師：国立教育政策研究所 総括研究官 
    笹井 宏益 氏 
場所：生涯学習センター ５階 研修室１ 
 

申込方法 
岡田スミ子 TEL/FAX：３６０６－０５９４ 
江川 武男  TEL/FAX：３８９８－１５４２ 

 E-メール：takeo-wg@cj9.so-net.ne.jp 
申し込み締切日：１１月１０日（金） 

 

 

運営委員会だより 
  
平成 18年 10月度の運営委員会は 10月 5日（火）
に開催されました。議事録をもとに報告します。 
1．早坂代表より報告及び提案 
① 教育委員会本間係長より、NPO 法人みさと生
涯学習ネットワ－クから交流会の申し入れが

あった。10 月 7 日センタ－に来館、あだち区
民大学塾「司馬遼太郎」を見学後、意見交換を

実施する。 
② （株）日本標準より、小学生向け図書「楽しく

学べる東京の社会」出版にあたり、「楽学の会」

活動風景の写真提供の依頼があった。 
③ 9 月 22 日（財）あしたの日本を創る協会の実
行委員会に出席した。 

２．あだち区民大学塾の件 
① 第 3ステ－ジは 5講座開講する。 
・「もっと探そう司馬遼太郎の魅力パートⅡ」 

   10月 7日～21日 

・「暮らしに役立つデザイン術」 
   11月 1日～15日 
・「川柳から見る人模様」 
 11月 4日～18日 
・「外国人のための日本語講座」 
 11月 17～12月 1日 
・ 「ワイン学入門講座」 
 11月 30日・12月 7日 
② 10月 6日発行の“足立よみうり”に、「デザイ
ン」と「川柳」の講座がイベント情報欄に掲載

される。なお、今後の講座開講情報の担当窓口

は広報部にすることになった。 
３．ホ－ムペ－ジリニュ－アルの件 
   HP担当の田中、喜多村から、9月 15日に実 
 施した HP 方針、企画会議の議事内容について
説明があり、質疑応答の後、提案通り了承され

た。HP のリニューアルは１月１日を目標に実
施される。詳細は楽学ニュース１１４号（１１

月発行）に掲載、周知徹底の予定。 
４．各部・局等からの報告及び提案 
○ 学習支援部 
① 学習センタ－に提案した自主企講座「格差

社会をこえて」（全 3回）が決定し、11月
に開講する。なお、今年度あと二つの企画

講座を提案する予定。 
② 学習センタ－で、生涯学習ボランティア・

スキルアップ講座を検討している。 
③ 平成 18年度上半期の活動報告があった。 

○ ボランティア活動推進部 
① 平成 18年度上半期の活動報告があった。 
② 12月に「忘年会」開催の提案があった。 

○ 広報部 
平成 18年度上半期の活動報告があった。 

○ 事務局 
平成 18年度上半期の活動報告があった。なお、
事業会計収支計算書は出来上がり次第提出す

る。              
（瀬田佳男） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/28 ワークショップ･ 
   コーディネーションの基本 

12/ 5 地域づくりとボランティア 

12/12 プログラム立案と 
      プレゼンテーション 

◆ お知らせ◆ 
（財）あしたの日本を創る協会主催「平成１８

年度あしたのまち・くらしづくり全国フォーラ

ム」の「地域づくり分科会実行委員会」委員に

早坂代表が就任されました。 

 なお、当「楽学の会」は、平成１７年度「ふ

るさとづくり賞振興奨励賞」を受賞しました。
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生涯学習センター 
ボランテｲア情報 

Wanted: Volunteers!! 
 

 秋風の快い季節となりました。日頃の運動不

足解消のためスポーツの秋、いえいえ秋の夜長

は読書の秋、はたまた食欲の秋！さて皆さんは

何の秋を楽しまれているのでしょうか? 

 さて、今回のご案内は生活に密着した環境法

に関する講座と、皆さんの活動と直結している

スキルアップ講座のご案内です。皆様のご応募

お待ちいたしております。 
 
新しい自分との出会いを求めて………。 

LET’S ENJOY VOLUNTEER ACTIVITY ! 
 

＊新規のご案内＊ 
▼生涯学習ネットワークセミナー  

「生涯学習ボランティア・ 

     スキルアップ講座」  
～参加型学習と 

   ボランティアリーダーの役割～ 
（ 詳細は公社ニュース 11／1 号） 
◎日時    11/２８・12/５・1２（全３回） 

毎火曜日 午後７時～ 

◎活動時間  午後 6時15分から9時30分頃まで 

◎会場    生涯学習センター 研修室１ 

◎活動内容  司会・受付・案内・運営等 

◎担当者  池田 
 

＊ ただ今募集中！＊ 
▼放送大学連携講座  

「法は環境を守れるか」 
  ―環境法律家の挑戦！！－ 
（ 詳細は公社ニュース 11／1 号） 
◎日時    11/30・12/7・14（全３回） 

毎木曜日 午後７時～ 

◎活動時間  午後 6時15分から9時30分頃まで 

◎会場    生涯学習センター 研修室3 

◎活動内容  司会・受付・案内・運営等 

◎担当者  国分・大塚 

 
★★★申し込み方法★★★ 

   学習事業課に直接、電話・ｅメールなどでお申込

みください．その際は、「運営ボランティア申込み」

とお申し出ください。 
 

Ｔｅｌ５８１３－３７３５ Fax3870-8407 

gs@kousya.jp 
申し込み締切り日 

「スキルアップ」「法は環境を～」 

共に １１月１５日（水） 

★会合のお知らせ★ 
○運営委員会 

11月 6日(月) 午後 7時～9 時 ワークルーム 

○月例会 

月例会はお休みです。11 月 28 日(火)は生涯学

習ボランティア・スキルアップ講習があります。 

ボラ活部・岡田、江川に事前に申込下さい。 

（5P 参照） 

○学習支援部 

11月 7日(火)  午後 6時～8 時 ワークルーム 

○ボランティア活動推進部 

 11月10日(金)  午後6時～8時 ワークルーム 

○広報部 

 11月 8日(水) 午後 3時～5時 ワークルーム 

 11月20日(月)  午後3時～5時 ワークルーム 

 11月28日(火)  午後3時～5時 ワークルーム 

○事務局 

 11月17日(金) 午後2時～4時 ワークルーム 

○大学塾企画会議 

 11月15日(水) 午後3時～5時 ワークルーム 

○ホームページ企画会議 

 11月2日(木)  午後7時～9時 ワークルーム 

 

★お問い合わせ＆ご意見等 

 
○「楽学の会」の運営に関するお問合せ 
  事務局 瀬田佳男 電話：03-3896-2462 
     E-Mail：ys-0618@taupe.plala.or.jp 
  
 
○ホームページに関するご意見・ご提案 
  ホームページグループ：田中国弘 
     電話：03-3856-9290  
  E-Mail：ku-tanaka@asahi.email.ne.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 
 巻頭ページでお伝えした様に、11月から大学
塾の第 3ステージ、自主企画講座が開始されま
す。またスキルアップ講座も行われ、生涯学習

センターの講座も入れると、これらの運営スタ

ッフで、ボランティア活動も忙しく、嬉しい悲

鳴になりそうです。皆様へのボランテア情報を、

本楽学ニュースを通じお届けでき、お役に立て

れば、これほど編集人冥利に尽きることはあり

ません。 
（田中国弘）


